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「八杉将司『光を忘れた星 で』インタビュー」聞き手 ・高槻真樹

「光を忘れた星で」
八杉将司著
講談社ＢＯＸ

http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=283765X

――八杉さん 待望の新作ということで、 事前に「こんな話なんだよ 」とうかがってはい
たんですが、予想とぜんぜ ん違って大変びっくりしま した
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八杉「えっ、そうだったん ですか」

――全人類の目が見えな くなる小説なんだよ、とい うことでしたよね。ジョ ン・ヴァー

リイの「残 像」とかＨ・Ｇ・ウェル ズの「盲人の国」みたいな 感じかなと思っていたと
ころ、全っ然そうでは なかったという。

八杉「大分前に書い たんですけどね。なかなか 新作を出してもらえなくて 、ほとんどお
蔵入り 同然で、もうええわと思っ てたんですよ」

―― まあ、私も事前に話を教え てもらって「盲人の国」か なと思っていたら、実際の 話
を読んでみたら筒 井康隆さんの「残像に口紅 を」であったという

八杉「あはは、 そうですね。あそこまです ごくはないですが（笑 ）
」

――何がすご いって、普通は目に見える ものをすべてカットして小 説にするってできな
いじゃないですか
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八杉「 実は以前書 いた『ハル シネーショ ン』という 短編（「 SFJapan 2006spring
」徳間
書店掲載）が元になって います。それは動くものが 見えない、という話を書 いたんです

ね。その時 に、視覚に関する本を何 冊か読んで、いっそ視覚が まったくない世界を書く
のも面白いよね、と思 ったんですけど、ストーリ ーがまったく浮かばんよね と（笑）メ

モだけ書 いて放置していたという。 もし書くとしたら、一人称 で、視覚に関する記述を
全部省くことになる わけですけど、小説やった らできるやん、と気軽に思 ったわけです

よ それが間違 いの始ま りで（爆笑 ）
。死 ぬかと思い ました。小 説でしかで きない作品 、
本当の意味で映像 にできない作品というのも やってみたかったというと ころがありまし
て」

― ―実際に書いていくのは大 変だったでしょう。どうい う工程を取られたのですか

八杉「視覚の表現があった ら徹底的に切っていく、書 きそうになったら『待て』 と。徹

底するほうが 書きやすいんですよ。たと えば「明るい」といった「 明」という漢字があ
りますよね。発明という字 にも『明』が含まれてい ます。目が見えるうんぬん とは関係
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ないんだけど、でも使わな いようにしようと。ほかに は『手習い』という言葉 。校閲か

らは『見習い 』では？ と指摘が入り ましたが 、あ そこはあえて『手習い 』な んですよ 。
本当はちょっと違う意味 なんですけど、この世界で は『手で習う』というこ とでいいだ

ろうと。そ ういう風に『全部使えん 』と割り切ってしまったほ うがむしろ書きやすかっ
た、というのはありま す」
――そうすると、視 覚に関する表現は一切出て こないと

八杉「そのはずな んですけど、たとえば『白 々しい』という表現を使っ てしまったこと

に後 から気付いて『くそう』と 思ったという（笑）だから それぐらい徹底はさせてま す
けど、完全ではな かったですね」

――でも作家の 常として自動筆記的に一気 に書いてしまうんじゃな いんですか

八杉「あーい やいや。それができなくて 死ぬかと思ったんです（笑 ）
」
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――じゃあ一文単位で『違 う、あ、これも違う』とか ？

八杉「そうです。だから 普通の作品の倍ぐらい時間 がかかったというか。文 章書いては

これでいい のか、と確かめる。全部 書いた後で確かめる方法も あるんですけど、一文一
文の視覚描写ができな いということで話も感情も 変わってくるところがあり まして。一

文一文な るべく気をつけて書くよう にせざるを得ませんでした 。僕、書くのが早い方で
はありませんけど、 遅い時で一ヶ月に五十枚ぐ らいしか書けなかったかも しれません。

早くて も百枚行ったら万々歳とい ったところで。もう最終的 に目をつぶって書きたい と
思いまし たもんね 。で、目を つぶってみ たら『ハッ 、書けない ！ 』
（爆笑）ブ ラインド

タッ チならできるんじゃね、と 一瞬思った自分がアホかと 思いました。そういう体験 を
二度三度しました ね」

――じゃあ、目 をつぶってイメージしてか ら「よし」と書くという
八杉「あ、そ ういうこともありましたね 」
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――読んでいてすごく不思 議だったのは、登場人物は すべて視覚というものを 知らない

というのに、 我々が読んでいて思い浮 かべるイメージはやっぱり 画像なんですよ

八杉「実は この作品を書く前に、先 天性で目が見えない人が案 内してくれるワークショ
ップに参加したんです よ。普通の人が真っ暗闇の 中で何か触ったり食べたり する体験を

するイベ ントなんです。それが２０ ０７年にあったんですよね 。この本の中に出てくる
体験というのは、そ の時僕の感じたことをその まま反映させてます。その 時に感じたイ

メージ が割と強烈に残っているん で、それが書く原動力にな っていた、というところ は
ありますね。実際 に暗闇で動くということ、 先天性で目の見えない方が 暗闇でどう感じ

てい るかということを反映させ ていきました。先天性で目 の見えない方がひとつどう し
ても理解できなく てイライラしておられるこ とがあって、それは何か というと、宇宙が

分 からない。でも僕らにして も直接宇宙は見ていない。 いろんな解析されたデータ で見
えた気になって いるだけで本当に宇宙が見 えているわけではない。 実は宇宙に関しては
目の見えない人も我々も大 して差はないんじゃないか と思うんです。そこから視 覚に関

する距離のと り方が分かるんじゃないか と思ったんですよ。視覚と は真実が見えている
わけではなく、目が処理し た光の電磁波を頭の中で 勝手に解釈した情報の一つ にすぎな

7

いのであって 、
モノそのま まが見えているわけではな いんだな 、とその時理解し ました 。
下手すれば視 覚なんてこんなもん超能 力やと思いましたよ」

――でも私 たちは俗に７割を視覚情 報から得ているとも言われ ます。それをシャットア
ウトして作品が成り立 つという自信はおありでし たか

八杉「活字ならいけ るという確信はありました ね。というのは僕、映画を 見たあと原作

小説や ノヴェライズを読むのって 好きなんですよ。映画では 描かれていないことでも 原
作小説やノヴェラ イズには書かれていたりす る。人の感情とか理屈とか 映画を見た後で

活字 で読むと新鮮な気持ちにな ります。そこはたぶん映像 では表現が難しくて、文章 だ
から書けるところ であり、つまり小説であれ ばそういった部分のみで 構成した作品もで
き るんじゃないのか、という 感覚はありました」

――そうするとこの作品の 舞台設定を最終的にどうす るか、というのは決めてい なかっ
たんですか
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八杉「実はフラフラしてま した。半分ぐらい書いてか ら書き直しましたし。進 化の話も

本当はああじ ゃなかったんです。すご いセックスシーンとかもあ ったんですよ。ていう
のは、あれって視覚より も触覚や聴覚で相手を感じ ることが圧倒的に多い。 つまり視覚

をさほど重 要視しないコミュニケー ションの一つなんですよ。 だからこういった世界で
はとても重要な要素に なるはずだからと書いたん ですが、進めていくうちに 話と関係な
くなった のでごっそり切りました」
――ち ょっともったいなかったで すかね（笑）

八杉 「若干におわすところは出 しましたけどね。セックス の意味かコミュニケーショ ン
の意味か区別がつ きにくいんですよ。結果と して人と触れ合う、手を 握ることで相手を

感 じるとなると…僕は友情の 話を書こうとしたのに（笑 ）どうしても色恋の話にな って
しまう」

――こういう 話は普通主人公が特殊能力 を持っていて、そのことが 周囲と軋轢を生んで
ドラマが転がっていきます が、主人公が劣等生です ね
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八杉「普通と 逆にしたかったんですよ 。全人類が目が見えない場 合は、虐げられるのは
目が見える人ということ になるだろうと。この話を 書こうと思ってウェルズ の『盲人の

国』を読ん でみて『似てる、やばい 』と思ったんですが、まあ ええわと書いてしまいま
した」

――でも 似ている ようで違い ますよ 。
「盲人の 国」も「残 像」も語り 手は目が見 えるわ
けです から

八杉 「そうです。それはしたく なかった。それをしたら意 味がないと思いましたから 。
視覚を失う話はた くさんあるだろうなと思っ たんですが、視覚表現を 全部切った小説は

聞 いたことがなかった。そこ まで過激なことをすれば耳 に入っているはずで、たぶ んな
いんだろうなと 思いました。島田雅彦さん の、目の見えない女の子 を主人公にした短編
は見つけましたけど、それ も視覚を全部切っているわ けではなかった」

――まあ、長編で書くのは はるかに難しいですし。 しかもおそろしいことに、 途中で目
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が見えるようになったら普 通になるのかと思いきや、 見えるものひとつひとつ にいちい

ちつまづく有 様を全部書いていくとい うすさまじいことになって いた

八杉「僕も ね、目が見えるようにな ったら楽になると思ってい たんですよ。そして実際
に書き出してみたら、 うあー何これもっとしんど くなってるやん、という感 じになって

いたとい う（笑）一応参考文献はあ るんです。先天的に目が見 えなかった人が手術を受
けて見えるようにな ったときにどんな風に感じ るか、その本を参考に書い ています。色

彩に引 き寄せられるというところ もそうですね。この本の表 紙でマユリのズボンが赤 い
でしょ？ 文中に はないんですが、輪郭より も色彩が強く感じられる、 という現象に沿

って いるわけですよ。って、描 いてくださったイラストレ ーターの方に直接聞いたわ け
ではないのですが 。映画で『ブラインドネス 』ってありましたでしょ 。その原作がジョ

ゼ ・サラマーゴの『白の闇』 という小説でして、その装 丁をしていたのがこの中山 尚子
さんだったんで す。それでお願いしたんで すよ。そうしたらこんな 絵が上がってきて、
すごいって感動しましたね 」
――えっ、八杉さんの推薦 だったんですか
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八杉「講談社 で本にすることになった 時に『で、誰に絵を頼みま しょうか』って振られ
て…僕に 聞くの！と 驚いたとい う（爆笑 ）
『白 の闇』の装 丁の淡い色 彩が気に入 ってい
たんで一応 挙げてみまして」

――今回 のはＳＦファンには絶賛で したけどね。確かにラノベ 的ではないんですが。ど
ちらかというとジュ ブナイル的で

八杉「そうみたい ですね。僕はまったく意識 していなかったんですが。 これを書く前か

らも 児童文学の会員の人から『 八杉さん、ジュブナイル書 かないの』って言われてま し
たから。まあ、少 年を主人公にしてることも あるんでしょうが…僕、 あまり難しい文章
書 けないし」
――でも科学描写もあるの にすごい平易ですよ

八杉「僕は大学も法律です し、理系は早々に切って 捨ててます。だからそこで 書こうと

12

するとああいう形になるん ですね」
――一人称が生きていま した

八杉「なるべくセリフ で説明しようとしましたか ら。まあ、途中で視点変更 もあるんで

すけどね 。最初から主人公だけの一 人称やと読者もしんどいや ろうと。僕の過去の作品
への批判で、一人称 で書くので世界がどうなっ ているか書ききれていない 、というもの

があり ました。確かに一人の人間 の視点からだけで書くのは 苦しいので、今回は途中 で
人称を変えてやろ うと思ってました」
――ネットでも本 当に絶賛の嵐でしたね

八杉「あまりに も極端な設定で書いてしま ったので、次はもっと普 通になるから怒られ
るんだろうな、とは思いま すが（笑 ）
」

――自分の立ち位置はどの へんに置いておられます ？職人のようなことを前に は言って
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おれましたが

八杉「あ 、それは変 わりません 。
『 こんな風に してくださ い』とお願 いされる方 が書き

やすいです もん。ただ、僕が書きた い根本的なところはＳＦで も時代劇でもホラーでも
どんな形でも書けるだ ろうとは思ってます。ＳＦ を書き始めたのもＳＦ作家 クラブに入
ってから だし」
――え っ、受賞作はＳＦじゃない んですか？？

八杉 「実はあまりＳＦを意識し ていなくて…もともと小松 左京賞の方に出そうと思っ て
いたんです。最終 の審査員が小松左京さんお 一人でしたから、ＳＦ以 外も受け入れても

ら えそうと勝手に思い込んで 。あれがダメだったらファ ンタジーノベル大賞の方に 出そ
うと思ってまし た。小松左京賞の締め切り には間に合わなくて…Ｓ Ｆ新人賞の方にえい
と出したら受賞しちゃった んですよ。なので、ＳＦを 意識しだしたのはその後で す」
――でもＳＦはもともとお 好きだったんでしょう？
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八杉「みたいですね（笑 ）でもプ ロパーのＳＦサークルに 所属したことがなかったの で 、
自分が書いているものが ＳＦかどうか自信がなかっ た。上田早夕里さんが言 っておられ

ましたけど 、僕も『日本沈没』が原 体験で。もちろん僕の小さ い頃は映画もテレビドラ
マもありません。ただ 親がテレビドラマ版がすご い好きで、祖父のところに 行くたびに

『日本沈 没すごかった、だって姫路 城が壊れるんやで』と言っ てた（笑）というのは祖
父の家は姫路城の裏 にあったんです。散々聞か されて見たい見たいと思っ てたわけです

がでも 見せてくれない。僕は小学 生のころから活字も結構読 んでいたんですが、原作 本
も読ませてもらえ ない。原因は後々分かりま したけど。エロ描写がある んで（笑）でも

小学 校五年か六年の時にようや く買ってもらってむさぼる ように読みましたけどね。 映
画版はテレビで中 学生の時に見ました。感無 量でしたね。その後親が 『首都消失』とか

『 さよならジュピター』とか の映画に連れてってくれま したけど、原体験としては その
あたりにあるん ですね。でもまだＳＦとし て意識はしていない」
――それもあ って小松左京賞に出したか った？
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八杉「それもありました。 その後ＳＦ新人賞に応募し た後で、その年の小松左 京賞受賞

者の上田さん が同じ姫路の人だと聞い て、ああ僕の受賞はなくな った、と思いました」

――選抜高 校野球じゃないんだから （笑）地域バランスなんて 考えるわけないでしょう

八杉「ま あそうなんですけど 、
狭い 姫路から二人も受賞者が出 るなんて考えられなくて 。
僕、それまで賞に応 募して一次選考も通ったこ とがなかったんですよ。ラ イトノベル関

連のレ ーベルに応募してたんです けど、一度一次を通っただ けですよ。だから最終選 考
まで通ったと聞い て、知り合いに知らせまく りました」

――まだ受賞する 前じゃないですか（笑）そ ういえば、八杉さんが小 説家を志したきっ
か けって何ですか？

八杉「僕、もともとそんな に本を読む人間やなかった んです。一ヶ月に一冊程度 。でも

大学に入った ら自分の時間ができて、将 来どうするの、と考えた時 にフッと「小説家に
なろう」と浮かんだんです 。それ以外に思い浮かば なくって。それでガチッと 決まりま
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したね。実はそのとき、荒 巻義雄さんの『紺碧の艦隊 』などの『艦隊シリーズ 』を七十

巻近くずーっ と追いかけて読みまして 、作者が考えるために書く 小説というものの存在
を知ったんですよ。その 世界がどうなっている、と いうのを考えるために書 く、という

のがすごい 新鮮で 、
『書 く』という行為も面白そ うやなと思ったわけです」

――荒巻 さんの「シミュレーション 小説の発見」は読まれまし た？

八杉「 読んだと思います。それま で特にジャンルとしてのＳ Ｆを意識していなかった ん
ですね。 あの本を 読んでから ＳＦを意識 するように なったのか もしれませ ん 。
『ＳＦマ

ガジ ン』の存在も知っていたか どうか…山本弘さんの『サ イバーナイト』とか好きで し
たが 、
ＳＦとして は意識していないし 、
ＳＦ を系統立てて読むという こともしていない 。
た だ、徳間文庫銀背のＳＦは 何か好きでした」

――そうすると、ＳＦを意 識しないプロパー外の読者 にアピールしていくのが自 分の使
命だと？
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八杉「いや 、そん な使命感はないんですが（笑 ）あまり勉 強ができたわけでもないの で 、

自分に分かる ように噛み砕いて書いて いけば、分かりやすく読み やすい話が書けるなと
いう手ごたえはあります 。だから小説を書く時にど んな読者に読ませたいか というより

は、自分に 対してどう読ませていく か、自分はどんな話が読み たいのか、というのを常
に意識しています。そ れは自分が書きたいもの、 ということではないんです よ。もっと

アクショ ンばりばりのものとかたく さん書きたいんですけど、 それは書いていて気持ち
いいというだけのこ とで、僕が読んで面白いか というと別なんですね」
――ずっと一人称 で書いてこられたのはこだ わりですか？

八杉「いえ、物語 としての必要上一人称で書 いてきただけで、必要な らば三人称で書き

ま すけどね。ただ、デビュー 作にしてもあれは一人称で なくてはいけなかったんで す。
今回も一人称で なくてはダメだったんです 。もちろん読者が感情移 入しやすいというこ
ともありますが…一人称に は、一人称でしかあらわせ ないものがある。一人称で 書く場

合なら 、
『 ぼく』は少 年 、
『 俺』は二十 代ぐらいの 青年 、
『私』は それ以上の 大人、と使
い分けています 。あ 、むろん性格で分け ることもありますよ 。その時の 気分なんですが 。
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結構微妙なんですけど、自 分の体験では中学生一年生 の時は自分の呼び方は『 僕』やっ

たんですね。 二年生になって後輩がで きると『僕』ではナメられ るので『俺』になりま
したけど先輩には相変わ らず『僕』なわけです。つ まり、人と人の関係によ って人称と

いう のは変わ る。それが 僕の考え方 ですね 。
『光を忘 れた星で』 の場合は目 上の人と話
すこと が多く 戦闘的 なこと をする わけで はない ので『 ぼく 』
、
『夢猫 』の場 合は同 世代

と話すし 軍隊の話でもあるというこ とで『俺』となります。こ れに対して『私』は長い
スパンで過去を回顧 するような時に使うでしょ うか。活字は情景を直接見 せられないの

で、読 者にイメージしやすくする 必要がある。だから僕にと って小説の中の『僕』は 青
年や子供ですから 、あくま でひらがなで『ぼく 』なんです 。
『俺 』はあ くまで漢字 。
『私 』

はひ らがなで『わたし』ならば 女の人ということになるで しょうか。あれはそれぞれ が
ひとつの顔だと思 っているので 。
ただ 、
あま り迷うようなら三人称に してしまいますね 。

だ から『 SFJapan
』の最終 号に書いた 『一千億次 元の眠り』 の場合はあ えて三人称 にし
てみました。少 し突き放したかったんです ね。だから人称にはこだ わります。文章自身
にももっと凝りたいんです けどね…なかなか難しい」

――でも「光を忘れた星で 」は大変に凝っています が。あれは書いておられる 時どうい
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うイメージを思い浮かべて おられましたか

八杉「文字ですね。あと はワークショップに参加し た時のイメージと」

――これだけややこし い状況が平易に書けてしま うというのは衝撃でした

八杉「ややこしく書 いてしまったら僕が分から なくなりますから（笑）最 近は、自分が

分 からな いこと をその まま書 いてし まうの も面白 いかな と思い 始めて いるん ですけ ど
ね。実は『光を忘 れた星で』を書いてる最中 に伊藤計劃さんの「ハーモ ニー」が出版さ

れた んですが、あれが結構ショ ックで、ご覧のとおりネタ がかぶってる部分もあった も
のだから、作品の 後半は「ハーモニー」を受 けて書き直しました。あ れとは違う方向に

行 こうと途中で舵を切り替え たんですね。そのあたり、 僕の人間と個人に対する思 いを
託したつもりで す。だから、読み比べても らうと面白いかもしれな い。まあ、いろんな
ところから怒られてしまう かもしれませんが（笑 ）
」

（２０１１年４月４日 、神 戸三宮にて ）

